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Abstract: Damage investigation of ground and infrastructure facilities was conducted in three groups. The first group investigated on 
the damage of buildings, ground collapses of Slope and Faults. The second group investigated on the damages of earth structures as 
road embankments and developed land for housing. The third group has investigated on the damages of tide embankments and tide 
gates. In this report the aims of investigations and results of field surveys were explained. 
 
１． はじめに 
本報告は，建物・傾斜地および断層調査グループ（羽

柴，関，仲村），地盤構造物調査グループ（峯岸，鎌尾，

重村，山中），海岸施設調査グループによる調査の実施

結果を示したものである．  
 

２． 建物，傾斜地崩壊および断層の調査 
2.1 調査概要 
調査は，Figure 1 に示す益城町内，南阿蘇村，益城町

東部域で実施した．調査者は，羽柴，関，仲村であり，

調査日は，2016 年 7 月 10 日～7 月 12 日であった．  
2.2 調査結果と考察 
（1）益城町内の被災状況（調査領域①） 

Figure 2 は益城町中心域の高分解能衛星画像であり，

現地写真の一例が Figure 3 である．町の中心域では，

場所によって建物被害の程度に差異があり，町役場周

辺や県道 28 号線沿い，および県道南側で倒壊した建物

が多くみられた．建物の構造上の問題も考えられるが，

局所的な地盤および震動特性の相違も推測される．  
（2）南阿蘇村の斜面崩壊状況（調査領域②） 

Figure 4 は南阿蘇村の斜面崩壊現場衛星について画

像判読調査した結果である．また，Figure 4 中の A で

の現地写真の一例が Figure 5 である．大規模な崩壊状

況を衛星・現地の両面から把握した． 
（3）益城町東部の断層状況（調査領域③） 
益城町東部にて地表地震断層と思われるずれを確認

することができた（Figure 6）．町中心域の県道 28 号線

より南側にも同様のずれが見られ，その周辺では被害

が顕著であった． 
 

３． 地盤構造物の調査 
3.1 調査概要 

 調査は，2016 年 8 月 10 日に益城町内（寺迫，木山周

辺），8 月 11 日に南阿蘇村高野台団地周辺，8 月 12 日

に熊本市南区近見周辺で実施した（Figure 7）．調査者

は，峯岸，鎌尾，重村，山中である． 
3.2 調査結果および考察 
益城町内の調査では，主に寺迫，木山周辺の地盤構

造物の調査を行った．被害は，国道 28 号線沿いとその

周辺では木造住宅の倒壊，住宅や公共施設の造成地で

は擁壁の崩壊，転倒，ずれの被害が多く確認された． 
南阿蘇村高野台団地周辺では，主に裏山の斜面崩壊

個所での調査と熊本市内から現地までの道路（舗装）

状況を調査した．斜面崩壊現場（Figure 8）では，現地

で乱さない土試料を採取し，各種室内試験を実施した．

現地までの道では，大きな被害状況は見られなかった． 
熊本市南地区近見周辺では，主に近見周辺で発生し

た液状化の被害状況の調査および熊本市，周辺住民へ

のヒアリング調査を実施した．液状化の被害は主に旧

河川を埋め立てた箇所に集中して発生しており，その

周辺の住宅（Figure 9）や周辺道路も液状化現象により

不陸が発生していた．また，市及び周辺住民へのヒア

リング調査では，復興に対する意識の相違が感じられ

た．近見周辺では，液状化に伴う噴砂現象を起こした

砂を採取し，室内で各種物理試験を実施した． 
 

４． 海岸施設の調査 
4.1 調査概要 
調査は，熊本市，宇城市，玉名市，八代市の干潟縁辺部

で実施し，8 月 29 日・30 日に後藤， 9 月 7 日～9 日に

小林，11 月 2 日～4 日に後藤が担当した． 

１：日大理工・教員・土木，２：日大理工・教員・交通，３：日大理工・教員・まち，４：日大理工・教員・海建 
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 調査結果から，港湾施設に顕著な被害はなく，その

一方で，干潟堤防は被災しており，その主な要因は，

堤防が干潟と旧来の地盤を横切る（Figure 10）ために生

じる地震動の違い（Figure 11），堤防と水門の取り合い

部で生じる構造の違い（Figure 12）であることが明らか

になった． 
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Figure 2. Pansharpened image of 
Worldview-3 satellite acquired on May 
5, 2016) 
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Figure 1. Location of ground research 
Background images: Landsat8/OLI 
image acquired on May 22, 2016.） 
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②:Minami-Aso village 
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Figure 3. Collapse of the house at the center 
region in Mashiki town  

Figure 4. Pansharpened image of 
Worldview-3 satellite acquired on 
May 5, 2016 
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Figure 5. Large scale land slide in 
Minami-Aso village 

Figure 6. Fault line on ground surface 
in eastern in Mashiki town  

Figure 7. Location of research area 
Figure 9. Damage area around 
Kumamoto city Minami-ku Chikami 

Figure 8. Damage around Minami-
Aso village 

撮影場所 

Figure 10. Location of differences of 
condition of foundation ground 

Figure 11. Crack on Embankment at the 
point on Figure 10 

Figure 12. Displacement between Tide 
Embankment and gate 
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